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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電極を有する半導体チップと、
　前記半導体チップを搭載するベッド部と、
　前記ベッド部の周囲に配置された複数のリードと、
　前記ベッド部に連結された吊りピンと、
　外部端子と接続された第１のバスバーと、
　端部が前記リードの少なくとも１本に連結され、前記リードと前記第１のバスバーとの
間に配設された第２のバスバーと、
　前記ベッド部の周囲の前記第２のバスバーが配設されていない領域に配設された整流バ
スバーと、
　前記半導体チップの複数の電極と、前記複数のリード、前記第１のバスバーおよび前記
第２のバスバーをそれぞれ電気的に接続する複数のワイヤと、
　前記半導体チップと前記ベッド部と前記第１のバスバーと前記第２のバスバーと前記整
流バスバー、および前記ワイヤを封止する樹脂封止体と
　を備え、
　前記整流バスバーは、少なくとも一方の端部が前記リードまたは前記吊りピンに連結さ
れた第３のバスバーであり、
　前記ベッド部の周囲に２つ以上の前記第２のバスバーが配設されるとともに、これらの
第２のバスバーの間に１本あるいは複数本の前記リードが配置されており、かつこのリー
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ドのうちの少なくとも１本がグランド電位に保持され、
　前記第１のバスバーにはグランド電位が供給され、
　前記第２のバスバーには電源電位が供給されることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記整流バスバーとして、前記第１のバスバーを前記リードが配置された外周方向に延
出して成る第４のバスバーを有することを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に係り、特にリードフレームタイプの半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ＬＳＩの高機能化による信号の増加に対応するため、ＱＦＰ（Quad Flat Pa
ckage）タイプの半導体装置が開発されている。ＱＦＰタイプの半導体装置では、リード
フレームのインナーリードと半導体チップの電極とが１対１に対応してワイヤボンディン
グされているため、半導体チップからパッケージ外部に引き出せる端子数は、インナーリ
ードの数、すなわちパッケージの外部端子（ピン）の数にほぼ等しくなっていた。そのた
め、電源用の電極やグランド用の電極を数多く必要とする半導体チップを搭載した半導体
装置では、外部端子数を増やすことで半導体チップの電極数の増大に対応しているが、パ
ッケージサイズの拡大に繋がるという問題があった。
【０００３】
　また、半導体チップの電極にワイヤボンディングされた共通リード（第１共通リード）
をチップ搭載部の周りに配設するとともに、両端に支持リードを有しワイヤボンディング
がなされた第２共通リードを配置し、樹脂封止を行なった構造のＱＦＰが提案されている
（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　しかしながら、このような構造の半導体装置においては、樹脂封止体の成形（モールド
）工程で、共通リードの配置の不均一によるワイヤ（ボンディングワイヤ）の変形や損傷
が生じやすかった。また、リードの配置が最適になされていないため、インダクタンスを
低減することが難しいという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１８００７７公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、樹脂封止体の成形の
際のワイヤの変形や損傷が防止された半導体装置を提供することを目的としている。また
、半導体チップの電極数の増大に対応することができ、装置サイズが小型化され、かつイ
ンダクタンスが低減された半導体装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の半導体装置は、複数の電極を有する半導体チップと、前記半導体チップを搭載
するベッド部と、前記ベッド部の周囲に配置された複数のリードと、前記ベッド部に連結
された吊りピンと、外部端子と接続された第１のバスバーと、端部が前記リードの少なく
とも１本に連結され、前記リードと前記第１のバスバーとの間に配設された第２のバスバ
ーと、前記ベッド部の周囲の前記第２のバスバーが配設されていない領域に配設された整
流バスバーと、前記半導体チップの複数の電極と、前記複数のリード、前記第１のバスバ
ーおよび前記第２のバスバーをそれぞれ電気的に接続する複数のワイヤと、前記半導体チ
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ップと前記ベッド部と前記第１のバスバーと前記第２のバスバーと前記整流バスバー、お
よび前記ワイヤを封止する樹脂封止体とを備え、前記整流バスバーは、少なくとも一方の
端部が前記リードまたは前記吊りピンに連結された第３のバスバーであり、前記ベッド部
の周囲に２つ以上の前記第２のバスバーが配設されるとともに、これらの第２のバスバー
の間に１本あるいは複数本の前記リードが配置されており、かつこのリードのうちの少な
くとも１本がグランド電位に保持され、前記第１のバスバーにはグランド電位が供給され
、前記第２のバスバーには電源電位が供給されることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、封止用樹脂の成形工程でのワイヤの変形や損傷が生じにくいので、ワ
イヤ同士の干渉を抑制することができる。また、外部との接続端子数を増やすことなく半
導体チップの電極数の増大に対応することができ、装置サイズを小型に抑えることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明に係る半導体装置の第１の実施形態の構造を示す縦断面図である。
【図２】第１の実施形態の半導体装置に用いられるフレームの形状を示す平面図である。
【図３】第１の実施形態の半導体装置のフレームにおいて、第３のバスバーの別の形状を
示す部分平面図である。
【図４】第１の実施形態の半導体装置のフレームにおいて、第４のバスバーの別の形状を
示す部分平面図である。
【図５】第１の実施形態の半導体装置において、半導体チップを搭載しワイヤボンディン
グを行なった状態を示す部分平面図である。
【図６】第２の実施形態の半導体装置において、半導体チップを搭載しワイヤボンディン
グを行なった状態を示す部分平面図である。
【図７】第３の実施形態の半導体装置において、半導体チップを搭載しワイヤボンディン
グを行なった状態を示す部分平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を実施するための形態について説明する。なお、以下の記載では実施形態
を図面に基づいて説明するが、それらの図面は図解のために供されるものであり、本発明
はそれらの図面に限定されるものではない。
【００１１】
　図１は、本発明に係る半導体装置の第１の実施形態を示す縦断面図であり、図２は、第
１の実施形態の半導体装置に用いられるフレーム（リードフレーム）の形状を示す平面図
である。なお、第１の実施形態の半導体装置として、ＱＦＰを例に挙げて説明するが、本
発明の半導体装置はＱＦＰに限定されるものではない。
【００１２】
　第１の実施形態の半導体装置（ＱＦＰ）１０は、以下に示す形状を有するフレーム（リ
ードフレーム）１と、このフレーム１のベッド部（ステージ部）１１に搭載された半導体
チップ２と、この半導体チップ２の電極２ａとフレーム１の各部とを電気的に接続するワ
イヤ３、およびフレーム１の各部と半導体チップ２およびワイヤ３を封止する樹脂封止体
４をそれぞれ備えている。
【００１３】
　フレーム１は、半導体チップ２の主面より若干大きい矩形のベッド部１１と、このベッ
ド部１１の４隅にそれぞれ連結された４本の吊りピン１２と、ベッド部１１の４辺の外周
にスリット５を介してそれぞれ隣接して設けられた第１のバスバー１３と、ベッド部１１
の４辺において、第１のバスバー１３の外側に配置された複数本のリード１４（リード群
）と、ベッド部１１の少なくとも１辺（例えば３辺）において、前記リード群と第１のバ
スバー１３との間に配置された第２のバスバー１５をそれぞれ有している。また、このフ
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レーム１は、ベッド部１１の周囲の第２のバスバー１５が配置されていない領域に、整流
バスバーを有している。整流バスバーは、成形工程での封止用樹脂の流れを整える機能を
有するバスバーであり、後述する第３のバスバー１６と第４のバスバー１７が含まれる。
【００１４】
　整流バスバーである第３のバスバー１６と第４のバスバー１７は、第２のバスバー１５
が配置されていない領域の幅（長さ）が０．８ｍｍ以上のとき、その領域に配設すること
ができる。すなわち、ベッド部１１の周囲の同じ辺側に２つ以上の第２のバスバー１５が
配置されている場合でも、第２のバスバー１５の間に０．８ｍｍ以上の隙間がある場合に
は、その隙間領域に第３のバスバー１６または第４のバスバー１７を配設することができ
る。
【００１５】
　吊りピン１２は、半導体チップ２の搭載部であるベッド部１１を吊り上げ支持する部材
である。吊りピン１２には近傍のリードが結合され、吊りピン１２と連結された第１のバ
スバー１３に電位が供給されるようになっている。なお、近傍のリードとの結合部は図示
を省略する。
【００１６】
　複数本のリード１４から成るリード群は、樹脂封止体４の側周部から突出して配置され
る。これらのリード１４は、樹脂封止体４に埋め込まれたインナーリード部１４１と、樹
脂封止体４から露出し外部への接続端子として機能するアウターリード部１４２とから構
成される。
【００１７】
　第１のバスバー１３は、例えばベッド部１１と同じ高さで配置されており、両端がそれ
ぞれ吊りピン１２に連結されている。吊りピン１２には、近傍のリードが結合されている
ので、そのリードを介して第１のバスバー１３に電位が供給される。第１のバスバー１３
にはグランド電位が供給されることが好ましい。なお、第１のバスバー１３は、ベッド部
１１の４辺にそれぞれ配設されていることが好ましいが、少なくとも１辺に配設されてい
ればよい。
【００１８】
　第１のバスバー１３とベッド部１１とを離隔するスリット５は、ベッド部１１に半導体
チップ２を接合する接着剤（ダイボンディング材）６の流動によるワイヤ３の接合不良を
防止する働きをする。すなわち、第１のバスバー１３とベッド部１１との間にスリット５
が形成されているので、接着剤６がベッド部１１の外側に流出しても、第１のバスバー１
３に付着することがない。したがって、接着剤６の付着に起因する第１のバスバー１３へ
のワイヤボンディングの不良が防止される。また、樹脂同士の食い付きがよくなるため、
第１のバスバー１３に対する樹脂の密着性が向上し、樹脂封止体４が剥離しにくくなる。
【００１９】
　スリット５の長さ方向（ベッド部１１の外周に沿った方向）の中央部には、ベッド部１
１と第１のバスバー１３とを連結するタイバー５ａを設けられている。このタイバー５ａ
は、第１のバスバー１３にワイヤ３を接続する際の、第１のバスバー１３の動きを抑える
働きをする。そのため、第１のバスバー１３のずれや捩れが防止され、ワイヤ３の接続不
良が防止される。
【００２０】
　第２のバスバー１５は、ベッド部１１の同じ辺側に配置されたリード１４群と第１のバ
スバー１３との間に配置され、端部が前記リード１４群のうちの少なくとも１本に結合（
例えば、両端部が吊りピン１２に隣接するリード１４と中央部に配置されたリード１４に
それぞれ結合）されている。第２のバスバー１５には電源電位を供給することが好ましい
。
【００２１】
　第２のバスバー１５は、ベッド部１１の周囲の少なくとも１辺に配置することができ、
同じ辺側には１つあるいは２つ以上の第２のバスバー１５を配置することができる。また
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、２つの第２のバスバー１５を、ベッド部１１の同じ辺側で複数のリード１４ｂを間に挟
んで配置することができる。そして、このような配置では、第２のバスバー１５間に挟ま
れたリード１４ｂのうちの少なくとも１本にグランド電位を接続することが好ましい。こ
のように、電源電位が供給される２つの第２のバスバー１５の間にグランド電位のリード
１４ｂを配置することで、第２のバスバー１５のインダクタンスを低減することができる
。
【００２２】
　さらに、２つの第２のバスバー１５の間に複数本（例えば３本）のリード１４ｂが挟み
込まれたリード配置では、間に配置された複数本のリード１４ｂのうちの少なくとも第２
のバスバー１５に隣接するリードをグランド電位にすることで、第２のバスバー１５のイ
ンダクタンスを低減することができる。
【００２３】
　第１の実施形態において、整流バスバーの一つである第３のバスバー１６は、第２のバ
スバー１５が配置されていないベッド部１１の辺全体に、例えば第２のバスバー１５と同
じ高さで配置されており、両端が、辺領域の両端部に配置された２本のリード１４にそれ
ぞれ結合されている。この第３のバスバー１６は、第２のバスバー１５のダミーとして、
成形工程での封止用樹脂の流れを整えるために配置されるバスバーである。そのため、第
３のバスバー１６には後述するワイヤボンディングがなされず、電位が供給されない。
【００２４】
　第２のバスバー１５が配置されていないベッド部１１の辺全体に配設される第３のバス
バー１６は、図３に示すように、両端が吊りピン１２に連結され、吊りピン１２を支持体
として形成されたものでもよい。
【００２５】
　このような第３のバスバー１６を配設することにより、樹脂封止体４の成形工程での封
止用樹脂の流れが整えられるので、ワイヤ３の変形や損傷が防止される。すなわち、第２
のバスバー１５が配置されていない領域に第３のバスバー１６を配設することにより、ベ
ッド部１１の周囲のフレーム１のパターン（形状）が均等化されるので、成形工程での封
止用樹脂の流れがベッド部１１の周囲の各部で均等になるように整えられる。そのため、
ワイヤ３が樹脂流動の不均一等により変形や損傷を受けることがなくなる。
【００２６】
　第４のバスバー１７は、第１のバスバー１３を例えば同じ高さでリード１４側（外周側
）に延出して形成され、第２のバスバー１５が配置されていない領域に配設されている。
この第４のバスバー１７は、第２のバスバー１５が配置されていない領域がベッド部１１
の辺の一部である場合に、配設することができるだけでなく、ベッド部１１の辺全体が第
２のバスバー１５が配置されていない領域である場合でも、その辺全体の領域に第４のバ
スバー１７を配設することができる。また、図４に示すように、ベッド部１１の周囲の同
じ辺側に２つの第２のバスバー１５が配置されている場合でも、第２のバスバー１５の間
に所定の大きさ（０．８ｍｍ）以上の隙間がある場合には、その隙間領域に第４のバスバ
ー１７を配設することができる。この第４のバスバー１７も、第２のバスバー１５のダミ
ーとして、成形工程での封止用樹脂の流れを整えるために配置されるバスバーであり、第
４のバスバー１７にはワイヤの接続はなされない。
【００２７】
　このような第４のバスバー１７を配設することにより、樹脂封止体４の成形工程での封
止用樹脂の流れが整えられるので、ワイヤ３の変形や損傷が防止される。すなわち、第２
のバスバー１５が配置されていない領域に第４のバスバー１７を配設することにより、ベ
ッド部１１の周囲のフレーム１のパターン（形状）が均等化されるので、成形工程での封
止用樹脂の流れがベッド部１１の周囲の各部で均等になるように整えられる。そのため、
ワイヤ３が樹脂流動の不均一等により変形や損傷を受けることがなくなる。
【００２８】
　第１の実施形態の半導体装置１０においては、このような形状および構造を有するフレ
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ーム１のベッド部１１に、複数の電極（パッド）２ａを有する半導体チップ２が搭載され
ている。この半導体チップ２はフレーム１のベッド部１１にダイボンディング材などの接
着剤６により接着されている。なお、２個以上の半導体チップ２（例えば、演算処理機能
を有する半導体チップとメモリ機能を有する半導体チップ）を重ねて搭載してもよい。ま
た、２個以上の半導体チップ２をベッド部１１に並べて配置することもできる。
【００２９】
　図５に示すように、半導体チップ２の多数の電極２ａのうちの所定の電極とフレーム１
の複数本のリード１４とは、それぞれ第１のボンディングワイヤ３１により電気的に接続
されている。また、半導体チップ２のグランド用の電極２ａの一部は、グランド電位が供
給される第１のバスバー１３にそれぞれ第２のボンディングワイヤ３２を介して電気的に
接続されており、電源用の電極２ａの一部は、電源電位が供給される第２のバスバー１５
にそれぞれ第３のボンディングワイヤ３３を介して電気的に接続されている。これら第１
、第２、および第３のボンディングワイヤ３１，３２，３３としては、金線やその他の導
電性金属線が使用される。
【００３０】
　フレーム１の各部と半導体チップ２、および前記第１、第２、および第３のボンディン
グワイヤ３１，３２，３３は、樹脂封止体４により封止されている。樹脂封止体４は、熱
硬化性のエポキシ樹脂などから構成されている。
【００３１】
　次に、このように構成される第１の実施形態の半導体装置（ＱＦＰ）１０を製造する方
法について説明する。まず、図２に示す形状を有するフレーム１を準備する。このフレー
ム１は、矩形のベッド部１１と、このベッド部１１の４隅にそれぞれ連結された４本の吊
りピン１２と、ベッド部１１の４辺の外周にスリット５を介してそれぞれ隣接して設けら
れた第１のバスバー１３と、ベッド部１１の４辺において、第１のバスバー１３の周囲に
配置された複数本のリード１４（リード群）と、ベッド部１１の３辺において、リード１
４群と第１のバスバー１３との間に配置された第２のバスバー１５と、ベッド部１１の周
囲の第２のバスバー１５が配置されていない辺全体に配設された第３のバスバー１６と、
第２のバスバー１５が辺全体の一部に配設された辺において、第２のバスバー１５が配置
されていない領域に配設された第４のバスバー１７をそれぞれ有している。
【００３２】
　また、主面（半導体素子形成面）に複数の電極２ａが形成された半導体チップ２を準備
する。
【００３３】
　次いで、フレーム１のベッド部１１に半導体チップ２をダイボンディング材などの接着
剤６を介して接着する。
【００３４】
　次いで、ワイヤボンディングを行なう。すなわち、半導体チップ２の複数の電極２ａと
複数のリード１４（インナーリード部１４１）とを、それぞれ第１のボンディングワイヤ
３１により接続する。さらに、半導体チップ２の所定のグランド用電極２ａを、グランド
電位が供給される第１のバスバー１３に第２のボンディングワイヤ３２により接続し、所
定の電源用電極２ａを電源電位が供給される第２のバスバー１５に第３のボンディングワ
イヤ３３により接続する。
【００３５】
　次に、半導体チップ２と、電極２ａとリード１４や第１のバスバー１３、第２のバスバ
ー１５とのワイヤボンディング部を、熱硬化性のエポキシ樹脂等を金型を用いてモールド
するなどの方法により封止し、樹脂封止体４を形成する。最後に、樹脂封止体４の外周面
から突出したリード１４を、切断してガルウィング状に成形し、製造工程を終了する。
【００３６】
　このように構成される第１の実施形態の半導体装置（ＱＦＰ）１０においては、半導体
チップ２が搭載されたベッド部１１と外周部に配置されたリード１４群との間に、第１の
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バスバー１３と第２のバスバー１５がそれぞれ配設されるとともに、ベッド部１１の周囲
の第２のバスバー１５が配置されていない領域に、成形工程での封止用樹脂の流れを整え
る整流バスバーである第３のバスバー１６と第４のバスバー１７が配設されているので、
樹脂封止体４を成形する際のワイヤ３の変形や損傷を防止することができ、ワイヤ同士の
干渉を抑制することができる。
【００３７】
　具体的には、樹脂封止体４を成形（モールド）する際のワイヤ流れ率（ワイヤ長さ３ｍ
ｍ）を比較すると、整流バスバーがないフレームを有する半導体装置のワイヤ流れ率が６
．５％であるのに対して、フレームに整流バスバー（第３のバスバー１６と第４のバスバ
ー１７）が配設された第１の実施形態の半導体装置のワイヤ流れ率は３．４％であった。
整流バスバーを配置することにより、樹脂封止体の成形工程でのワイヤの変形（流れ）が
大幅に抑えられ、ワイヤ３の変形や損傷が抑制されることが確かめられた。
【００３８】
　また、第１の実施形態の半導体装置（ＱＦＰ）１０においては、第１のバスバー１３と
第２のバスバー１５に、半導体チップ２の複数の電極２ａがワイヤ３（第２のボンディン
グワイヤ３２および第３のボンディングワイヤ３３）によりそれぞれ接続されており、第
１および第２のバスバー１３，１５に多数のワイヤ３をボンディングすることができるの
で、外部端子であるリード１４の本数を増やすことなく、半導体チップ２の電極数の増大
に対応して十分な電位を供給することができる。したがって、装置サイズを小型に抑える
ことができる。
【００３９】
　なお、第１の実施形態では、第３のバスバー１６と第４のバスバー１７の両方を備えて
いる例について記載したが、第３のバスバー１６と第４のバスバー１７のどちらか一方を
配置するだけでも、十分に効果を上げることができる。また、第３のバスバー１７は、第
２のバスバー１５が配置されていないベッド部１１の辺全体に配設することができるだけ
でなく、辺の一部に配設することもできる。第３のバスバー１７を、ベッド部１１の辺の
一部に配設した実施形態を、図６および図７に示す。
【００４０】
　図６および図７に示す第２および第３の実施形態においては、いずれも、フレーム１の
第２のバスバー１５がベッド部１１の辺の一部に配置されており、第２のバスバー１５が
配置されていない辺の一部の領域に、第３のバスバー１６が配設されている。そして、図
６に示す第２の実施形態の半導体装置では、第３のバスバー１６の両端が、第２のバスバ
ー１５が配置されていない領域に配置された２本のリード１４にそれぞれ結合されている
。また、図７に示す第３の実施形態の半導体装置では、第３のバスバー１６の一方の端部
のみが、第２のバスバー１５が配置されていない領域に配置された１本のリード１４に結
合されており、もう一方の端部は、リード１４あるいは吊りピン１２に結合されることが
なく、閉塞されている。第３のバスバー１６には、ワイヤボンディングがなされないため
、片側端部のみがリード１４に連結・支持された構造でも、強度的な問題が生じることが
ない。なお、図６および図７において、図５と同一の部分には同一の符号を付して説明を
省略する。
【００４１】
　第２および第３の実施形態の半導体装置においても、樹脂封止体を成形する際のワイヤ
の変形や損傷を防止することができ、ワイヤ同士の干渉を抑制することができる。
【符号の説明】
【００４２】
　１…フレーム、２…半導体チップ、３…ワイヤ、４…樹脂封止体、５…スリット、６…
接着剤、１０…半導体装置、１１…ベッド部、１２…吊りピン、１３…第１のバスバー、
１４…リード、１５…第２のバスバー、１６…第３のバスバー、１７…第４のバスバー。
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